
平成２９年度 第１０回 春日区地域協議会 

次 第 

 
日時：平成29年12月6日（水）午後6時30分～ 

会場：上越市市民プラザ 2階 第4会議室 

 

延 95分 

 

 

１ 開  会                                                                          

 

 

 

 

２  議  題                                          

 

（１）報告事項                            【10分】 

 

① 委員の選任について         当日配布資料 
 

② 地域活動支援事業の事業中止について 当日配布資料 

【春-12】「プレハブトイレへの壁画制作」春日山駅前の美化事業 

 

 

 

（２）自主的審議について                        

①分科会による自主審議         資料１,資料２        【60分】 

                                                 

②全体会による審議報告                      【15分】 

 

 

 

 

３ その他                                                                       

 

（１）次回開催日と内容                           【5分】 

 

 

（２）その他                              【5分】 

   

                                    

４ 閉 会                                                                       
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会 議 録 

（「分科会」部分を抜粋） 

 

■平成 29年度第 9回春日区地域協議会（平成 29年 10月 20日開催） 

 

■出席した委員氏名（敬称略） 

今井 孝、太田一巳、大竹明徳（副会長）、金子隆一、渋木 俊（副会長） 

田沢 浩、田中幸晴、谷 健一、新野武宣、野澤武憲、藤田晴子、星野 剛 

吉田幸造（会長）、吉田 実、鷲澤和省 （欠席 4人） 

■内容 

【福祉グループ（鷲澤委員）】 

 多くの団体と交流を深め、情報交換をして、地域の活性化のためにやっていく。地

域の情報交換だけでなく、他地域も巻き込んで情報交換を行ったり、さまざまな環境

や問題で共有できるものに関しては、情報交換をしていこうということである。いろ

いろな団体と交流する中で、春日区の課題を全体で共有して、それを具体的に活かし

ていこということである。具体的にどうするかは、道路の雑草を祭りの前だけに行う

のではなく、何らかの違ったかたちで環境整備ができないかということである。地域

が一体となるために、謙信公祭や、青少年の育成問題について情報交換を共有し、地

域協議会が中核となってやれば、地域が活性化すると思う。他の団体から意見を集約

して、さまざまな提案をしていく。また、町内会館の活用や、空き家条例も踏まえて、

増えている空き家を活用して、高齢者のサロン作りができないかという話が出た。 

 地域協議会が、まちづくりの中核となった団体になっていき、協議会が提案してい

くということで、条例上の地域協議会の役割も果たしていこうということである。 

 

【観光グループ（藤田委員）】 

  観光の目玉が非常に少ないということが話に出た。「山鳥毛」もレプリカでもよいの

で、置いてある状態になるとよい。また「おもてなし武将隊」を有効に利用するよう

な状態にできるとよい。甲冑等の着付け体験や「勝ちどき飯」を食べるような体験が

できるとよい。春日山駅の発着時の音楽には、春日山をアピールできるものをかけら
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れたらよい。春日山城跡周辺の駐車場の改善が必要である。お金を落とすところが少

ない等の意見も出て、そのように足りない部分をどのように補うかということである。 

  町内会長さんたちとも、一体感を持てるようなかたちにできたらよいということで、

今後につなげられるようにしていきたいということであった。 

 

【安全安心グループ（吉田実委員）】 

  話の進め方をどうするかで、ワークショップ形式でアイデアや課題等をポストイッ

トに書いて貼り、仕分けをした。その中で、交通安全の通学路の歩道の環境問題が出

た。具体的には木田の踏切で歩道が確保できずに狭いという問題だ。高齢者の問題、

防犯、防災、生活などに分類し、防犯ではパトロールの現状と、犯罪が少なくなって

きたことや、活動が他に浸透していること、また歩道の暗いところがあることを話し

た。 

  次に、独居老人宅がさらにいなくなると空き家になるところも問題があるというこ

と。高齢者の見守りも必要だということ。安全安心に関する追加の項目は、まだ今後

具体的に話をしていきたいと思う。 
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 会 議 録  

 

1 会議名 

春日地区町内会長と春日区地域協議会委員との情報交換会 

 

2 議題（公開・非公開の別） 

（1）開 会   （公開） 

（2）情報交換会 （公開）          

①グループ討議 

②全体会         

（3）閉 会   （公開） 

 

3 開催日時 

平成 29年 11月 7日（火） 午後 7時から午後 8時 45分まで 

 

4 開催場所 

上越市市民プラザ 2階 第 1会議室  

 

5 傍聴人の数 

なし （ほか報道：上越タイムス 1） 

 

6 非公開の理由 

なし 

 

7 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・春日地区町内会長：18名（上越教育大学世帯寮、同山屋敷宿舎、谷愛宕を除く） 

・委 員：安樂 大、今井 孝、大竹明徳（副会長）、金子隆一、佐藤美奈子 

渋木 俊（副会長）田沢 浩、田中幸晴、谷 健一、新野武宣、野澤武憲 

藤田晴子、星野 剛、吉田幸造（会長）、吉田 実、鷲澤和省（19名中欠席 3名）   

・事務局：中部まちづくりセンター 山田センター長、野口係長、田中主事 

 

8 発言の内容（要旨） 

あいさつⅠ 

【吉田会長】 

・本日は、お忙しいところ春日地区町内会長協議会の皆さんから「春日地区町内会長と春日区

地域協議会委員との情報交換会」にご参加いただき、心よりお礼申し上げる。 

・私たち、地域協議会委員は、就任して約 1年半が経ち、月に 1回のペースで会議を開催して

いる。年度当初の「地域活動支援事業」では、町内会の皆さんや、地域の活動団体の皆さん

から、さまざまなご提案をいただき、改めて感謝申し上げる。 

・これまで、春日区地域協議会では、地域課題の解決策の検討を主とした「自主的な審議」に

おける課題の洗い出しを入念に進めてまいったところである。 

・先般、3つのテーマを 
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●福祉の面では、「あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策」 

●観光の面では、「春日山城跡の観光振興策」 

●安全安心の面では、「安全・安心に暮らせる春日区とする方策」 

と定め、今後は 3つの分科会に分かれて議論を深め、最終的には市長に対する「意見書」な

ど、目に見える形にして成果を出していきたいと考えている。 

・本日の「情報交換会」では、今ほどの 3 つのテーマをご紹介したが、町内会長さんからは、

このテーマに捉われずに、地域の情報や課題などをどんどん、ご自由に頂戴できたらと考え

ている。 

・この場で皆さんから頂戴した貴重な声は、地域協議会にて 3つのテーマに分類したうえ、自

主的な審議にしっかりと取り込み、生かしていきたい。 

・最後になるが、今回のように、今後も継続して地域課題の共有を図り、それぞれの役割をお

互いに認め合い、協力し合いながら、春日地区の発展に努めていきたい。 

・本日は、町内会長さんからは貴重なお時間を割いていただき、重ねて感謝申し上げるととも

に、今後ともご指導いただきたい。 

あいさつⅡ 

 【町内会長協議会長（清水氏）】 

・あと 2か月で今年も終わりに近づいている。地域活動支援事業は村山市政の目玉の一つとい

うことで、8年間で約 8千万円が春日地区に入っている。もし、市長が選挙で交代した場合

は地域協議会もなくなるのではないかという冗談話もあったが、当選されたので、あと少な

くても 4年間はあると思っている。 

  ・今日は地域の発展のため、町内の活性化のために、3本の柱の話を皆さんから忌憚のない意

見を出していただき、地域の課題、町内会の情報交換等を含め、今日は、より良い実りのあ

る会議にしていただければと思っている。 

① グループ討議 

  4グループに分かれて討議（60分） 

② 全 体 会     

【第 1グループ：星野委員】 

 ・各町内の問題点をあげてもらった。 

  1、高齢化に対する問題。 

  2、町内のコミュニティ作りをいかにするか。 

  3、町内会の役員の仕事量や、内容、選出方法に苦労している。 
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  4、地域活動支援事業の在り方、不明な点が多い。 

  5、高齢化社会に対して、民生委員の仕事量の負担が多くなっている。民生委員の実態や選

出方法はどうなっているのか。 

【第 2グループ：今井委員】 

 1、地域活動支援事業の問題点等の話。 

 2、春日山城跡の観光振興について。 

 3、独居老人、空き家対策の問題（若い人がいない）。 

・地域活動支援事業の採択のことで、町内会長さんからの意見は勉強になった。来年の参考

にしたい。また、同じ団体が毎年満額の補助金をもらっているのが目立つが、いろいろな

内容でいろいろな団体を採択してもらいたいとのこと。多くの団体から提案を出してもら

うためには、申請書類が難しいとのことなので、地域協議会としても何かできないのかと

思う。 

・春日山については、市としての方針が、もっと示されるべきであるという意見が多かった。

地域協議会から市へのアプローチをすることが必要だと思った。もっと、このような機会

がほしい。 

【第 3グループ：新野委員】 

  1、町内会の高齢化が進んでいる 

   ・1 人ぼっちの老人がかわいそうなので、助けていこうということで、具体的な内容を協

議会の中で考えて、煮詰めていく必要があるのではないか。 

    例）高齢者の余暇をエンジョイさせ同世代との関わりを創出、空き家対策 

  2、春日山の観光とまちづくり 

   ・上越市も外国人が来るようになってきたので、具体的に英文化した映像等をたくさん流

す。具体的な内容を、市の観光当局の方々と接触を持ちながら、ボランティアで取り組

んでいく必要があるのではないか。 

    例）電子メディアを駆使した外国人への観光 PR作戦と、市観光担当課との情報共有、 

      鉄道新駅の設置 

  3、春日区全体の摺り合わせ 

   ・防犯パトロールが春日山町 1 丁目、2 丁目、3 丁目や、そのほかでも若干あるが、春日

区全体でバランスよくできるように、後押ししていく必要があるのではないか。 

    例）町内のコミュニケーションの向上 

  4、子どもたちの活かし方 

   ・学校教育で、まちづくりに町内で取り組む必要があるのではないか。教育委員会を含め

て、話をしてもらうことはできないのか。その反応を聞いてみたい。 

    例）子どもたちのまちづくりへの共同参画を図る 

  5、環境 
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   ・大雨で冠水するところがあったので、安心して生活できるようにしていく必要がある。

いろいろな団体と、改めてケースバイケースで、さらにいろいろなことをしていく必要

がある。 

    例）用水と下水道等の改修 

【第 4グループ：田沢委員】 

  1、高齢化の問題 

   ・なかなか解決策がない。ある町内では、役員が年末に独居の 75歳以上のお宅を訪問し、

お土産を渡しながら声掛けをしているそうである。リタイヤした 65 歳以上の方で町内

のシルバーお助け隊をやろうとしたという話もあった。課題は共有されているので、具

体的に行動をしなければいけない。それを進めることができることは、地域活動支援事

業を活用することではないかということだった。 

  2、春日山の観光 

   ・個々に活動しているので、融合的になっていないことが問題ではないか。地域活動支援

事業でやっているので、地域活動支援事業の費用を、市の事業として春日山にかけたら

どうなるのかという話もでた。市の行政当局が関与して、個々の団体の活動の成果を結

果として残せるように後押しや、全体のビジョンが必要なのではないか。今年は観光サ

インの案内図等が実施されたようだが、果たして観光地までお客さんを招き入れるよう

な策になっているのかどうかは疑問だという話もでた。 

   3、地域活動支援事業 

    ・次年度の実施の検討については、検証の課題が必要になってくる。どの団体にどれだけ

配分されたかのスタートのところだけでなく、結果についての報告がないのは、どうか

との意見もあった。 

   4、町内のコミュニケーションが重要 

    ・高齢者と子どもたちを結びつけるアイデアが必要であり、具体的なに何か進めることが

必要である。町内の活動を後押してやりやすくするには、行政の関与が今以上必要にな

るのではないか。行政にもタッチしてほしい。 

③ 閉会のあいさつ  

【渋木副会長】 

・このような機会を与えていただきお礼を申し上げる。 

・高齢者の問題、民生委員等の情報、課題を捉えることが出来たと感じている。協議会として

も、地域活動支援事業だけでなく、本日の情報を今後につなげていきたい。 

・今後も定期的に会議を設けさせていただきたい。 

・春日区のますますの発展のために地域協議会の活動にご理解・ご協力を賜りたい。 

 

以上 


